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学校で使用する場合の留意事項
行政ネットワークへの接続
アプリケーションの購入
拡大提示（テレビ、プロジェクター）の可能性
使用形態
　　教師が使う
　　生徒がAT(支援機器）として使う
　　生徒がグループで使う
　　生徒が一人一台で使う
使用目的
　　教科学習（個別、全体）
　　LD等児童への困りを補完
機能制限など
　　セキュリティ、利用アプリの制限
児童に合わせたアクセシビリティの設定
教室でのルール



iPadの活用法

携帯性（どこでも）学校と家庭で同じ環境 
操作性（だれでも）自分で出来る 
機動性（いつでも） 

GPS（位置情報）機能 

AR（拡張現実機能）を使う 
カメラ＆コンピューター機能 
カメラの活用 
音の扱い



iPadの活用法

教師が使う 

　　分かる授業作り（拡大提示、電子黒板…） 
　　記録、振り返り 
生徒が使う 

　　理解の定着（個別学習、グループ討議） 
　　困りの補完 

　　　（読めない、書けない、コミュニケーション…） 
　　困りの克服（紙や物では出来なかった指導） 
　　自分で出来る！（学習以外への応用） 

　　 
　　



機器の選び方
会社 Apple Google Microsoft

機種 iPad Air 2 iPad mini 3 Nexus9 Surface pro 3

画面サイズ 9.7 7.9 8.9 12

重量 437 331 425 800

カメラ ◯ ◯ ◯ ◯

ストレージ 16,64､128 16,64,128 16,32 64,128,256,512

OS iOS8 iOS8
Android

5.0
Windows8.1

バッテリー 10時間 10時間 9.5時間 9時間

価格 53,800～ 42,800～ 42,900～ 91,800～

主な特徴 アプリの充実、 
安全性

マルチユーザー、 
自由度・マウス操作 
マウス操作可能

Office 
アプリ



機器の選び方

16GB 32GB 64GB 128GB
iPad	  Air	  2 53,800 64,800 75,800

iPad	  Air 42,800 47,800

iPad	  mini	  3 42,800 53,800 64,800

iPad	  mini	  2 31,800 36,800

iPad	  mini 26,800



iPhone6 iPad mini iPad Air

4.7インチ 7.9インチ 9.7インチ

画面の大きさ比較 （絵カードコミュニケーションで比較）

機器の選び方



iPhone6

iPad mini

iPad Air

重量

軽い

重い

画面

小さい

大きい

持ちやすい

持ちにくい

操作しやすい

操作しにくい

学習には適する

生活には適する

iPod Touch

比較的安い

比較的高い

比較的高い

機器の選び方



初歩の使い方

標準機能だけでも、いろいろな事が出来ます

カメラ（授業の振り返り、記録…）
ビデオ（作業の提示、振り返り）
音声読み上げ
Facetime（遠隔授業）
時計（タイマー、ストップウォッチ）
マップ（校外の事前学習）
カレンダー（一日の見通しを視覚支援）
　　　　



興味関心の強い生活単元学習の「調理学習」場面と、興味
関心が低い日常生活の指導の「掃除学習」場面

iPadの特性
　操作性（誰でもできる）
　　⇒教師がお膳立てをしない
　　　子どもが作る過程で学習
　多様性（アプリケーションの豊富さ）
　　⇒動画による手順書
　　　クレイアニメの作成
　　　
模倣から理解へ



学校でようやくｉＰａｄを買ってもらえることになった
ので申し込みました。今現在まだ手元に来ていませんが、
いろいろな機能を教えてください。

パソコンとして 

デジタルカメラ（ビデオカメラ）として 

ラジカセとして 

壁掛け時計として 

内線電話として 

拡大提示装置として 

楽器として



iPadの活用の方法や事例について教えて頂きたいです。 
家庭での使用などで、便利な使用法やアプリがあれば教
えてくただきたい

一番の良さは
何処でも、
何時でも、
誰でも、
世界中のの情報を収集し
世界中に向かって発信できることです。

ユビキタス（時空自在）



iPadの活用の方法や事例について教えて頂きたいです。 
家庭での使用などで、便利な使用法やアプリがあれば教
えてくただきたい

ラジカセが使えなくても、音楽を聞ける
ゲーム機がなくても、ゲームが出来る
カメラがなくても、好きなモノを保存できる
電話がなくても、つながれる
テレビがなくても、ネットがある
目覚まし時計がなくても、起きれる
覚えられなくても、教えてくれる
旅行にいけなくても、疑似体験ができる

自分で出来る事が増える！！
ドラえもんの４次元ポケット！！



授業で使えるアプリが知りたいです。
それぞれのiPadで作成したものを電子黒板か大型テレビ
に映して、みんなで見ることができないかな？
例えば、iPadのパワーポイントで作成したものを一々
データを移さなくても、大きい画面に映して、iPadの操
作で発表できたらいいなあ。などと考えましたが、いか
がでしょうか？



AirDrop

ファイルを簡単に
共有したい場合には
とても便利

要件
iOS7以降

iPhone5 以降
iPad 4gn 以降
iPad mini 以降
iPod Touch 5gn以降



Wi-‐‑‒Fiが不不要に！「iOS  8」では「Apple  TV」とP2P接続で
AirPlayを利利⽤用可能に！



支援に有効なアプリなど

読むことが苦手
　　アクセシビリティ（スピーチ、ズーム）
　　e-Typist、VoiceDream
　　VOD
書くことが苦手
　　カメラ
　　Recordium
　　CamScanner
　　MetaMoji
　　



小学１年生の国語・算数の学習内容でよく利用されてい
るアプリを紹介していただきたいです。
 　ひらがな・漢字の書字
　特殊音節の練習
　カウンティング
　１０までの加法
　繰り上がり、繰り探しの加減算
　時計　　　　　　　　　等々

個に合わせられるか

学校現場を理解しているか









iPadでなければできない活用方法を知りたいです。個別
学習だけではなく、小集団学習での活用方法もヒントを
いただけると嬉しいです。

操作性（自分で出来る！！） 
アプリケーションの数 
アクセシビリティー 
安全性 
周辺機器の充実 

　小集団での活用 
　　　自由・柔軟な発想 
　　　遊び心









実践例が知りたいです。

個人的には、ドリル的な教科学習は嫌いです。
（漢字、なぞり書き、数字…）

iPadでしか出来ない必然性を！



買ってはみたものの、写真を数枚撮ったっきり手つかず
で、机の引き出しに大事にしまっています。
日々の活動にいろいろと活用してみたいです。
わかりやすくご指導願います。

タブレット端末の良さは
カメラの付いているコンピュータであり
直感的な操作で誰でも使えることです。

まずは一緒に楽しんで下さい。











実習のレシピとしての使い方。エクセルで作ったレシピ
をデータと紙媒体で持っていきます。

紙との違いはマルチメディアです
視覚優位の子も、聴覚優位の子も
ユニバーサルな手順書を！

文字
画像
動画
音
手書き
あらゆる手法が一つになります



個人持ちのipadを授業で使っています。(まだ、使いこな
せていなくて、動画を見ながらラジオ体操をしたり、調
べ物をする程度です)。
 子ども自身に操作をさせたときに、アプリの広告や学
習で使うもの以外をロックする方法はありますか。
　ipad、iphone、テレビ画面やプロジェクターなどと
の連携の仕方も教えて頂きたいです。

アクセスガイド

設定⇒一般⇒アクセシビリティ⇒アクセスガイド



アクセスガイド

どうしても広告や
ホームボタンをすぐ
に押してしまう
場合には設定



・読み書きに困難があるこどもにどのような支援が行え
るか。

先述を参照してください

大切な事は
　普段の生活へ般化出来るか
　学習保証だけでは、子供たちのQOLは
　改善しない
　
支援者（教師・親）がお膳立てすることではなく
自己解決できる力を付けること



・簡単に子どもが発表資料を作成するアプリケーション
にはどのようなものがあ るか。

ロイロノート
Phonto
Our Story
SlideStory
SlideMovies
StoryKit
Pics2Mov
Voice
Story Creator
家族動画
…



・一人の生徒が作成したものを学級の生徒が共有するに
はどんな方法があるか。 （簡単に電子黒板に表示した
り、各生徒の手元のiPadに写しだしたり等）また、 そ
のためにはどのようなアプリケーションや機器、設備が
必要なのか。



AirMac Express

Wi-fiが禁止されている学校での
手軽に無前LANでのイントラネット
が構築できますので、ファイル交換や
ファイル共有が可能です
9,400円（税別）



Apple TV

新しいApple TV ならばWi−fi環境が無くても
生徒のiPadを手軽にミラーリング出来ます
（iOSや機種により出来ない場合があります）
9,800円（税別）



脳性マヒで緊張の強い生徒(高1)のiPadの操作

iPadの画面を直接操作することは
難しいので、アクセシビリティの
スイッチコントロール機能を使って外部スイッチで
操作するのが良いと思います。

スイッチコントロールの２スイッチ以上で
ステップスキャン
そのためには、できiPadなどのユニットと
子どもに応じたスイッチが必要です。



S w i t h  C o n t r o l

ポイントモード項目モード



できiPad

http://dekimouse.org/wp/kiki/deki_ipad/

http://dekimouse.org/wp/kiki/deki_ipad/


iPadをスイッチで操作



音楽を聞く

絵を見て好きな曲を選べます



本を読む

AssistiveTouchを使えば 
スイッチで本をめくれます



インターネットを楽しむ
SwitchControlを使えば 
インターネットも外部スイッチ 
一つで操作できます



h7p://npo-‐atds.org

http://npo-atds.org
http://npo-atds.org

